
  Acrobat Xまたは Adobe Reader X以降でこの PDF
ポートフォリオを開いてこれまでにない便利さを体験してください。

Adobe Reader を今すぐダウンロード！

http://www.adobe.com/go/reader_download_jp




無添加
ニュースレター
MUTENKA  NEWS  L E T TER


間違いだらけの日本の住宅!?
「魔法の漆喰」を見直そう。その3
　「無添加住宅」の漆喰の原料は、石灰石が主成分です。石
灰岩は海の底で積もった貝殻やサンゴの死骸などが堆積
して石になったものです。その石が高温高圧下にあれば大
理石になります。ですから大理石も、その成分は同じなの
です。また、貝殻でもサンゴでも大理石でも漆喰をつくる


ことが出来ますが、その成分はいずれもカルシウムです。
　これを1500℃くらいの高温で焼いて、生石灰という
ものにします。これに水を加え、水和反応をさせれば消石
灰（水酸化カルシウム）になり、これを脱水すると漆喰の
元になるので、これにスサ（糸くずなどの繊維）や、ぎんな
ん草（海藻）を混ぜて、割れにくい漆喰にします。他社のよ
うに化学接着剤を入れたりはしません。独自開発の「無添
加住宅オリジナル漆喰」なのです。
　突然ですが、ご自宅の壁はビニールクロスでしょうか?
もしそうなら、カレンダーや額、
時計などを長い間かけていると、
その周りが黒ずんで汚れてし
まった経験はありませんか?しか
し、化学接着剤が入っていない漆
喰を使っている「無添加住宅」の
場合は、絶対にこんなことにはな
らないのです。


無添加大好き!
私の住まい I様邸家選びは、パートナー選び!


これが大成功でした
　「実は、家族にアトピー持ちがいたので、普段の生活が
すでに“無添加”だったんですよね～」と言う奥様。という
ことは、家づくりを考える時も化学物質を使わないのは大
前提だったようです。「かなりのメーカーを回りましたね。
でも、どこも健康っていうことにはそこまで一生懸命じゃ
ないような気がして、今一つ踏み切れなかったんです」。
　そんな時に出会ったのが、無添加住宅。「話を聞いてま
ず感じたのは、住む人の健康をここまで考えているんだ
なってことでした」と、他の住宅会社との決定的な違いを
話してくれました。その時に“家選びはパートナー選びが
大事”ということを実感されたようです。
　I様邸の外観はとっても特徴的。正面のコーラルストー
ンの柱の上には、無垢材のバルコニーが優しい曲線を見
せています。「ここが一番のお気に入りなんです!」と奥様
がにこやかに見せてくれたのは、壁側のコンロとセパ


レートになったアイランドキッチン。深めのホーローシ
ンクと天然御影石のワークトップがミセスのハートを射
止めたようです。耳を澄ますと近くの川のせせらぎが聞
こえます。フルオープンのサッシを開けるとウッドデッ
キがあり、あたかもリビングと続きのような雰囲気。「ア
ウトドアリビングって呼んでるんですけど、お友達が来
た時にキッチンと同じくらいにすごくうらやましがられ
たんです」と話す奥様の笑顔がI様ファミリーの幸せを物
語っていました。


松山市 H様邸


安心・安全・快適リフォーム!安心・安全・快適リフォーム!


　木製のフェンスから、アルミ鋳物のフェンスへ工事をさせていただきました。
お庭にこだわりがある御施主様が選ばれたのは、フレームの重厚感と繊細なデザインパ
ターンのアルミ鋳物フェンスです。土台の赤レンガのナチュラルな雰囲気も、お庭の雰囲
気にピッタリです。季節の花々が楽しめるヨーロッパ風の庭園に仕上がりました。


担
当
：
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フェンス設置工事 完成！！


施工前


完成


施工中


完成


-あっという間の6年間-
やわらぎ便りやわらぎ便り グループホームやわらぎ川内　A棟


片岡 直紀


　今年の4月で自分がやわらぎに入社してから6年が経


ちます。あっという間の6年間でしたがやわらぎで介護


の技術、料理、工作等様々なことを学びました。2年前に


はなりますが、やわらぎの皆さんの協力もあり、最初の目


標である介護福祉士の資格を取得することができまし


た。仕事をするうえで自信がつきました。


　そして自分は利用者の皆さんにやわらぎでの生活に楽


しみや、喜びを感じて、やわらぎに入所して良かったと


思って頂きたいと思うようになり、他の職員の協力を得


ながらおやつ作り(ピザ、クレープなど)、レクレーション


に力を入れてきました。


　イベントを通じて利用者さんの喜ぶ姿を見て自分もう ホームページ  http://www.yawaragi-ehime.com/


れしい気持ちになり、やってよかったと思いました。これ


からも利用者さんとの1日1日の関わりを大切にしてい


きたいと思います。そして利用者さんがどのようなこと


に興味を示されるの


か、何をすることで喜


んでいただけるのかを


考え、発見しながら仕


事を楽しんでいきたい


と思います。


　これからもよろしく


お願いします。


　先月の上棟工事後に、第三者
機関より構造金物検査をして貰
い現在は順調に工事が行われて
います。
　今は、外装漆喰の下地工事と
大工さんにより床や階段が着々
と進んでいます。階段が出来た
ら、大工さんも含めてお施主様
と現地でしっかりと打合せして
いきます('◇')ゞ


大工工事順調です! 地鎮祭 おめでとうございます！
担当 三好 担当 是澤


　南梅本町でM様邸
の地鎮祭を行いまし
た。同居予定のわん
ちゃんも参加してく
れました。
　式の最中も静かに
待ってくれる良い子
たちでした(#^^#)








サーパスシティ城山公園 808号室
●電停・スーパーまで徒歩圏内
●ウォークインクローゼットなど収納多数
●浴室乾燥機・食洗器など設備充実


商会コーナーみのり 物件見所


3,100万円価格


●所 在 地 松山市若草町7番地4
●専有面積 内法 93.15㎡（28.17坪）
●交　　通 ・本町バス停より約3分
 ・伊予鉄環状線本町4丁目駅より約1分
●建物階数 地上15階建て
●物件所在階 8階　●間取り　4LDK
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日常の掃除
サッシの表面についた砂やほこりをていねいに取り除
きます。レールの清掃は歯ブラシを利用すると便利で
す。水でぬらした柔らかい布、又はスポンジやメラミン
フォームなどで全体の汚れを拭き取ります。


サッシは砂やほこりがた
まりやすい部分なので、日
常的にお手入れを心がけ
ましょう。木製サッシの場
合は、塗装の剥がれなどが
劣化に繋がるので、定期的
なお手入れが必要です。


サッシ


無添加住宅の


お手入れガイド
こんな時はどうする？


●汚れ
汚れがひどい場合は、中性洗剤で汚れを落と
し、そのあと水洗いします。最後にかたく絞っ
た柔らかい布、又は
スポンジで全体を
拭き取ります。


●塗装の剥がれ
サッシが木製で塗装が剥がれた場合は、再塗
装することをオススメします。なぜなら、塗装
が剥がれると木が朽ちやすくなります。再塗
装する場合は施工代理店にお問い合わせくだ
さい。また、無塗装の場合は無添加ワックスを
塗布しておくと、
ワックスの効果で
撥水しますので定
期的に塗布するこ
とをおすすめいた
します。


詳細を知りたい方は みのり商会まで ☎089-976-0050


　お施主様のご厚意により4月下旬頃に完成見学会を開催い
たします。
　今回のお家はとにかく見ごたえ充分！大開口の吹き抜けが
ある明るいリビングには、実用面でもインテリアとしても魅
力的な薪ストーブが。漆喰と無垢のフローリングに化粧梁が
おしゃれな統一感のあるリビングになっています。またト
レーニングルームにはシャワールームやホームシアターを設
けて趣味としても楽しめる仕様に。
　まだまだたくさんある見どころ満載の住宅ですので、ぜひ
この機会にご覧ください♪


4月下旬頃 10：00～17：00
完成見学会♪
リビング土間+薪ストーブのある家


鷹子町


※写真はイメージです。


※写真はイメージです。


伊予鉄横河原線


老人ホーム
ユーミーケア


鷹の子病院
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はま寿司
松山鷹子店


㈲武智鉄工所


見学会場


西松屋 松山鷹子店
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●リビング土間+薪ストーブ
●トレーニング+シアタールーム
●坪庭のある造作お風呂
●大開口の吹き抜け


おススメpoint


マルナカ
平井店


ローソン


うどん
たも店


※詳細はみのりホームHPでご確認ください。
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